


年長 １．５倍ハイパーコース
午前コース 午後コース

１時間目 ２時間目 ３時間目 ４時間目 １時間目 ２時間目 ３時間目 ４時間目

実施日 9:30～10:00 10:05～10:35 10:40～11:10 11:15～11:45 15:00～15:30 15:35～16:05 16:10～16:40 16:45～17:15

7月20日 木 同図形発見 投影図 180度回転 複合 数量(量系列） 絵の合成 語彙(置き換え) 図形条件絵画

7月21日 金 合わせた数 異図形発見 語彙(同尾語) 絵画(水族館) 科学的常識 積み木の数 お話の記憶 パターンブロック

7月24日 月 季節・行事常識 欠所完成 90度回転 おやつのはいぜん 昼 重さ比べ(ｼｰｰｿｰ) 折り紙 条件しりとり 絵画(のりもの)

夏 7月25日 火 分類計数 回転推理 表現(ようす） 絵画(にんげん) パターンブロック回転図形 位置記憶 縄跳び、ゴム段

期 7月26日 水 常識 重なり図形 お話の理解 清掃実習 休 重さ比べ(つりあい）推理(等分割) お話の順番 工作

講 7月27日 木 違いはいくつ 推理(魔法の箱） 語彙(反対語) 貼り絵 仲間外れ 図形分割 位置転記 入試講演＆父母講座

習 7月28日 金 昔話の知識 積み木の見え方 お話の記憶 ボールゲーム み 数の分割 置き換え応用 語彙(同頭語) モール、毛糸絵画

前 7月31日 月 数のやりとり 点つなぎ応用 語彙(音数と拗音)ﾁｮｷﾁｮｷｹﾞｰﾑ 推理(あみだくじ)図形の合成１ 絵の記憶 集団ゲーム

期 8月1日 火 私は誰でしょう。図形新傾向問題 系列 生徒面接練習 1対多対応 折り紙切断枚数 言葉の構成 絵画(恐竜)

8月2日 水 数の総合問題 推理 濁音・半濁音 チームクイズ 仲間さがし応用 三角プレート 図形系列 清掃実習

8月3日 木 図形の合成２ 空間図形 図形系列 絵画(おともだち) 数の構成 総合問題 お話作り 入試講演＆父母講座

8月17日 木 同図形発見 投影図 180度回転 折り紙作品

8月18日 金 合わせた数 異図形発見 語彙(同尾語) 紙飛行機

8月21日 月 季節・行事常識 欠所完成 90度回転 ちぎり絵

夏 8月22日 火 分類計数 回転推理 表現(ようす） 複合

期 8月23日 水 常識 重なり図形 お話の理解 絵画（こんちゅう)

講 8月24日 木 違いはいくつ 推理(魔法の箱） 語彙(反対語) 入試講演＆父母講座

習 8月25日 金 昔話の知識 積み木の見え方 お話の記憶 生徒面接練習

後 8月28日 月 数のやりとり 点つなぎ応用 語彙(音数と拗音)工作(動物)

期 8月29日 火 私は誰でしょう。図形新傾向問題 系列 チームクイズ

8月30日 水 数の総合問題 推理 濁音・半濁音 絵画(いきもの)

8月31日 木 図形の合成２ 空間図形 図形系列 入試講演＆父母講座

年長 前期集中コース

午前コース 午後コース

１時間目 ２時間目 ３時間目 ４時間目 １時間目 ２時間目 ３時間目 ４時間目

実施日 9:30～10:00 10:05～10:35 10:40～11:10 11:15～11:45 15:00～15:30 15:35～16:05 16:10～16:40 16:45～17:15

7月20日 木 同図形発見 投影図 180度回転 複合 数量(量系列） 絵の合成 語彙(置き換え) 図形条件絵画

7月21日 金 合わせた数 異図形発見 語彙(同尾語) 絵画(水族館) 科学的常識 積み木の数 お話の記憶 パターンブロック

7月24日 月 季節・行事常識 欠所完成 90度回転 おやつのはいぜん 昼 重さ比べ(ｼｰｰｿｰ) 折り紙 条件しりとり 絵画(のりもの)

夏 7月25日 火 分類計数 回転推理 表現(ようす） 絵画(にんげん) パターンブロック回転図形 位置記憶 縄跳び、ゴム段

期 7月26日 水 常識 重なり図形 お話の理解 清掃実習 休 重さ比べ(つりあい）推理(等分割) お話の順番 工作

講 7月27日 木 違いはいくつ 推理(魔法の箱） 語彙(反対語) 貼り絵 仲間外れ 図形分割 位置転記 入試講演＆父母講座

習 7月28日 金 昔話の知識 積み木の見え方 お話の記憶 ボールゲーム み 数の分割 置き換え応用 語彙(同頭語) モール、毛糸絵画

前 7月31日 月 数のやりとり 点つなぎ応用 語彙(音数と拗音)ﾁｮｷﾁｮｷｹﾞｰﾑ 推理(あみだくじ)図形の合成１ 絵の記憶 集団ゲーム

期 8月1日 火 私は誰でしょう。図形新傾向問題 系列 生徒面接練習 1対多対応 折り紙切断枚数 言葉の構成 絵画(恐竜)

8月2日 水 数の総合問題 推理 濁音・半濁音 チームクイズ 仲間さがし応用 三角プレート 図形系列 清掃実習

8月3日 木 図形の合成２ 空間図形 図形系列 絵画(おともだち) 数の構成 総合問題 お話作り 入試講演＆父母講座

合格体験談から夏期講習会出席者（生徒及び御父母様)の声を以下紹介致します。

「大変だったけれど、みんなと一緒にお勉強できて楽しかった。」

「夏期講習会に毎日通ったら、苦手分野だったところが得意分野になっていた。」

「ここまでやれば絶対合格できる」という確信が親子で持てた。

「前期の復習をお盆前後の休みで徹底して仕上げたら、後期は１００点ばかりで自信がついた。」

「ここまでお勉強させるお教室は他にない。だから、ウエルストリームは全員合格する。」



年長 ベーシックコース
午後コース

１時間目 ２時間目 ３時間目 ４時間目

実施日 15:00～15:30 15:35～16:05 16:10～16:40 16:45～17:15 数量分野

7月20日 木 数量(量系列） 絵の合成 語彙(置き換え) 図形条件絵画 言語分野

7月21日 金 科学的常識 積み木の数 お話の記憶 パターンブロック 推理分野

7月24日 月 重さ比べ(ｼｰｰｿｰ) 折り紙 条件しりとり 絵画(のりもの)

夏 7月25日 火 パターンブロック 回転図形 位置記憶 縄跳び、ゴム段 図形分野

期 7月26日 水 重さ比べ(つりあい）推理(等分割) お話の順番 工作 記憶分野

講 7月27日 木 仲間外れ 図形分割 位置転記 入試講演＆父母講座 常識分野

習 7月28日 金 数の分割 置き換え応用 語彙(同頭語) モール、毛糸絵画

前 7月31日 月 推理(あみだくじ) 図形の合成１ 絵の記憶 集団ゲーム 造形分野

期 8月1日 火 1対多対応 折り紙切断枚数 言葉の構成 絵画(恐竜) 指示行動、運動

8月2日 水 仲間さがし応用 三角プレート 図形系列 清掃実習 その他

8月3日 木 数の構成 総合問題 お話作り 入試講演＆父母講座

8月17日 木 同図形発見 投影図 180度回転 折り紙作品

8月18日 金 合わせた数 異図形発見 語彙(同尾語) 紙飛行機

8月21日 月 季節・行事常識 欠所完成 90度回転 ちぎり絵

夏 8月22日 火 分類計数 回転推理 表現(ようす） 複合

期 8月23日 水 常識 重なり図形 お話の理解 絵画（こんちゅう)

講 8月24日 木 違いはいくつ 推理(魔法の箱） 語彙(反対語) 入試講演＆父母講座

習 8月25日 金 昔話の知識 積み木の見え方 お話の記憶 生徒面接練習

後 8月28日 月 数のやりとり 点つなぎ応用 語彙(音数と拗音) 工作(動物)

期 8月29日 火 私は誰でしょう。 図形新傾向問題 系列 チームクイズ

8月30日 水 数の総合問題 推理 濁音・半濁音 絵画(いきもの)

8月31日 木 図形の合成２ 空間図形 図形系列 入試講演＆父母講座

夏期講習会費用 ＊費用は全て消費税込です。(内税方式)

コース 前期午後11日間 前期午前11日間 後期午後11日間 授業時間 塾生費用 講習会生費用

年 1.5倍ハイパー ★ ★ ★ 66時間 ¥270,600 ¥320,100

長 ベーシック ★ ★ 44時間 ¥180,400 ¥213,400

前期集中 ★ ★ 44時間 ¥180,400 ¥213,400

コース 前期午前11日間 前期午後11日間 後期午前11日間 後期午後11日間 授業時間 塾生費用 講習会生費用

年 午前 ベーシック ★ ★ 44時間 ¥158,400 ¥187,000

中 午後ベーシック ★ ★ 44時間 ¥158,400 ¥187,000

コース 年少後期 午前５日間 授業時間 塾生費用 講習会生費用

年 集中Aコース 8/22、23、24、25、28 10時間 ¥36,000 ¥42,500

少 集中Bコース 8/17、18、21、29、30 10時間 ¥36,000 ¥42,500

＊夏期講習会前期＋後期を受講すると小学校入学試験のほぼ全範囲を ＊年中の午前ベーシックコースと午後ベーシックコースは同内容です。

　　学習できます。 　通塾しやすいコースをご選択願います。

＊後期午後コースと前期午前コースとはほぼ同一カリキュラムです。 ＊年少の集中Aコースと集中Bコースは同内容です。コースをご選択願います。

＊１．５倍ハイパーコースを選択した方は前期のみ１日コース ＊　ウエルストリームに初めて通塾される方は入会金(講習会のみ参加)または

(午前＋午後)となります。その場合、後期午後と前期午前のペーパーの 入塾金(講習会以降も通塾）が必要です。

カリキュラムが　重複しますが、２回目はプリント（教材)をさらに先に進めます ＊１学期平常授業は7/19までです。２学期平常授業は9/1から開始します。

ので学習効果がいっそう上がります。 ＊7/20～8/31の期間は平常授業はお休みですので夏期講習を受講してください。



年中ベーシックコース
１時間目 ２時間目 ３時間目 ４時間目

　午前コース 9:30～10:00 10:05～10:35 10:40～11:10 11:15～11:45

　午後コース 15:00～15:30 15:35～16:05 16:10～16:40 16:45～17:15

7月20日 木 数量(量系列） 絵の合成 語彙(置き換え) 図形条件絵画

7月21日 金 科学的常識 積み木の数 お話の記憶 パターンブロック

7月24日 月 重さ比べ(ｼｰｰｿｰ) 折り紙 条件しりとり 絵画(のりもの)

夏 7月25日 火 パターンブロック 回転図形 位置記憶 縄跳び、ゴム段

期 7月26日 水 重さ比べ(つりあい）推理(等分割) お話の順番 工作

講 7月27日 木 仲間外れ 図形分割 位置転記 入試講演＆父母講座

習 7月28日 金 数量 置き換え応用 語彙(同頭語) モール、毛糸絵画

前 7月31日 月 推理(あみだくじ) 図形の合成１ 絵の記憶 集団ゲーム

期 8月1日 火 1対多対応 折り紙切断枚数 言葉の構成 絵画(恐竜)

8月2日 水 仲間さがし応用 三角プレート 図形系列 清掃実習

8月3日 木 数の構成 総合問題 お話作り 入試講演＆父母講座

8月17日 木 同図形発見 投影図 180度回転 折り紙作品

8月18日 金 合わせた数 異図形発見 語彙(同尾語) 紙飛行機

8月21日 月 季節・行事常識 欠所完成 90度回転 ちぎり絵

夏 8月22日 火 分類計数 回転推理 表現(ようす） 複合

期 8月23日 水 常識 重なり図形 お話の理解 絵画（こんちゅう)

講 8月24日 木 違いはいくつ 推理(魔法の箱） 語彙(反対語) 入試講演＆父母講座

習 8月25日 金 昔話の知識 積み木の見え方 お話の記憶 生徒面接練習

後 8月28日 月 数のやりとり 点つなぎ応用 語彙(音数と拗音) 工作(動物)

期 8月29日 火 私は誰でしょう。 図形新傾向問題 系列 チームクイズ

8月30日 水 数の総合問題 推理 濁音・半濁音 絵画(いきもの)

8月31日 木 図形の合成２ 空間図形 図形系列 入試講演＆父母講座

年少集中A、Bコース
午前コース

夏期講習会実施日 １時間目 ２時間目 ３時間目 ４時間目

集中Aコース 　集中Bコース 9:30～10:00 10:05～10:35 10:40～11:10 11:15～11:45

8月22日 火 8月17日 木 １０までのかず 折り紙 昔話 ちぎり絵

8月23日 水 8月18日 金 推理 構成(パズル２ﾋﾟｰｽ)指示理解 生徒面接練習

8月24日 木 8月21日 月 長さ比べ 模様作り 話の理解 絵画

8月25日 金 8月29日 火 仲間外れ 構成(パズル４ﾋﾟｰｽ)系列 複合

8月28日 月 8月30日 水 数量(同数発見) 迷路 昔話２ 入試講演＆父母講座

きりとり

2017　夏期講習会申込書
名門小学受験　ウエルストリーム

申込日　平成 29年　　 月　　　 日

氏 現在通学中の

名 幼稚園･保育園など

＊ご希望のコースに○を記入願います。

年 長 年 中
１．５倍ハイパー 午前ベーシック

ベーシック 午後ベーシック

前期集中

年 少

年少特別集中A

年少特別集中B

*内部生の方は払込票にて後日費用納入願います。（払込期限７／１０）


